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2023 年度 

男子第 49 回・女子第 48 回 バスケットボール滋賀リーグ 

参加申し込み要項 

2023 年 1月 14 日(土) 

 

  主催：一般社団法人滋賀県バスケットボール協会 

  主管：滋賀県社会人バスケットボール連盟    

 

(1) 開催期日 

      2023 年 4月 ～ 12 月（場合によっては 2024 年 1月まで開催の可能性あり） 

      ※日程は参加申し込み締切り後、滋賀県社会人バスケットボール連盟にて決定します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 参加資格 

     ・期日までに参加表明用紙の提出および日本協会登録・参加費の納入ができるチーム。 

     ・新型コロナウィルス感染拡大防止対策を確実に実施できる選手・チーム。 

     ・大会への参加による一定のコロナ感染リスクを理解し、許容できる選手・チーム。 

・大会運営規定を遵守し、滋賀リーグの大会運営に協力できるチーム。 

・会場でのマナー向上に協力できるチーム。 

・県協会・社会人連盟の運営にも協力できるチーム。 

これらの条件を満たせないチームには、登録抹消や次年度以降の登録を認めない等の対処を

行います。 

     ・選手はすべて日本協会に登録されるため、他チームとの二重登録は認められません。また、

一旦チームに登録された選手は、年度内（4/1～3/31）は他の滋賀リーグ参加チームへの

移籍は出来ませんので、必ず各選手に参加の意思を確認の上、登録してください。 

高校、専門学校、大学で登録していた選手がチームを引退しても年度内は滋賀リーグ参加

チームへの移籍は認められません。 

     ・登録の人数は制限しませんが、各試合へのエントリーは選手 16 名以内とします。 

      また、主たるメンバーが県内在住・在勤・在学など、チームの活動拠点が滋賀県内にある

と判断できないチームに関しては登録を認めません。 

     ・チーム責任者は原則として 1 年間を通じて 1 人が責任を持つようにしてください。また、

帰省などのため長期に留守になるような可能性のある人は避けてください。 

2023年度 滋賀リーグ 開催予定日 (原則、日曜日のみの開催予定) 

前期 4月初旬～ 7月初旬までの日曜日 

後期 8月下旬～12月下旬までの日曜日 

ただし、体育館の確保状況や社会情勢等により、上記期間以外の日曜・祝日や土曜日

に開催する可能性もあります。 
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(3) ユニフォーム 

      濃淡 2色のユニフォーム(淡色は原則白)を用意し、全員が同色・同形のものを着用するこ

と。上着の裾がパンツに入らないリバーシブルのユニフォームについては、作成を控えて

ください。(上着をパンツに入れられないなどの理由から上部大会で使用できないことが

あるため。) 

アンダーガーメントは原則としてユニフォームと同色のものとしてください。サポーター、

ロングソックス等の色も原則同様にしてください。やむを得ない場合は黒またはチームで

色を揃えるようにしてください。 

 

新規登録チームまたはユニフォームを新調する場合の背番号については、原則として 4 番

からの連番(16 名以内のエントリーの場合、4～19 の範囲)としてください。 

 

ユニフォームのパンツの丈の規定が数年前に変更されて、膝頭が見える長さでないと県外

大会に出場できない状況になっています。近畿大会以上に出場希望のチームは対応してく

ださい。 

(対応できない場合、成績上位であっても県外大会に推薦しない場合があります。) 

 

(4) 帯同審判員 

      1 チーム 2 名以上、必ず登録すること。グレーの審判着の上衣とホイッスルは必ず用意  

すること。本部からは貸し出しません。帯同審判員は必ず審判着を着用すること。 

      帯同審判員の登録のないチームは参加できません。 

      また、2023 年度中に、少なくとも 1 名以上の E 級審判員をチームに所属・帯同させること。

既に E級 1名以上の所属があるチームは、複数登録を進めること。 

 

(5) 参加申込み方法 

      チーム名、チーム責任者の必要事項を記載した参加表明の申込書を、下記の連絡先まで  

必ずエクセルデータで記入して、メールで送付  してください。滋賀リーグ HP のパソコ

ン版ページに申込用紙のエクセルデータをアップロードします。その様式を用いてメール

にて申込みを行ってください。 

・滋賀リーグ HP(PC 版)：http://shiga-league.com/pc_top/index.html 

      ・メール申し込み先：五十嵐まで (メールアドレスは下記参照) 

     ・感染防止対策(チーム内での健康チェックの徹底など)を確実に実施でき、参加意思のある

チームに試合の場を提供します。 

・ただし、感染防止対策を実施していても感染リスクはゼロではないため、そのことを理解

してもらった上で参加を検討してください。 

・誓約書または健康チェックシートの虚偽記載や信頼できない記載内容だと大会本部が判断

した場合は、当該選手の参加を認めない、没収試合、登録抹消等の処分を行います。 

・また、郡市大会や会社行事、チーム内での結婚式など、やむを得ない事情で参加できない

日がある場合は、前期は申し込みと同時、後期は7/14までにメールで申し出てください。

できる限りの配慮はします。 

     ・参加申し込み受付後、日程の作成を行い、組み合わせ日程が完成した段階でメール送付およ

び滋賀リーグ HP にアップして情報公開します。 
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(6) 参加申込書の郵送先・メール申込み先 

      参加申込書は下記の連絡先までメールしてください。 

      メール申込みの締め切りは  2023年 2月 5日(日)必着  とします。 

締め切り日までに申込書が送付されていないチームは期限切れとして参加を認めません

のでご注意ください。 

 

 社会人連盟   ・メール申し込み先 ： 社会人連盟 理事長：五十嵐 慎久 

 ZXH02133@nifty.ne.jp (「0」はゼロです。) 

        ・メールの題名を「2023 年滋賀リーグ参加申込み(チーム名)」としてください。 

        ・メールの本文中に必ずチーム名・申込み責任者氏名も記載してください。 

        ・メール受信後、数日中には受付確認の返信メールを送付します。 

 

(7) 大会参加費 (参加表明後、後日振り込みしていただきます。) 

      滋賀リーグへの登録に際し、下記の費用が必要になります。H29 年度より、日本協会(JBA)

へのチーム登録費と滋賀リーグ大会参加費は別納としてもらっています。また、JBA サイ

ドの登録料改訂と社会人連盟の設立に伴い、H30 年度から登録料の総額・内訳を変更して

います。 

JBA  +  滋賀リーグ参加費 

     ☆チーム登録費： 社会人連盟     80,000 円 (30,000) + (50,000) 

      チーム登録費には、日本協会・県協会登録費、滋賀リーグ運営費、滋賀県社会人バスケッ

トボール連盟運営費等が含まれます。 

 

☆個人登録費： 選手 1人につき 3,000 円 

個人登録費は、日本協会・県協会への選手登録費です。 

 

 

(8) 日本協会(Team JBA)を通じてのチーム登録・参加費振り込み 

滋賀リーグへの参加条件として、日本協会・滋賀県協会への登録を必須とします。各チーム

で必ず日本協会のシステム(Team JBA)による登録および登録費の支払いを実施してください。

2021 年度より、新登録システムが運用されています。登録方法については、日本協会(JBA)

からのメール（昨年度のチーム責任者宛に届くはずです。新規チームには別途メールします。）

を参照いただき、処理してください。登録案内は、JBA ホームページにも掲載されます。 

上記オンライン登録、振り込み処理の実施開始日～締め切りは、 

2023 年度分のシステム運用開始 ～ 3 月 21 日(火)とします。 

今年度も日本協会にオンライン登録されたチームに対して、JBA システムを利用した滋賀リ

ーグの詳細チーム登録・選手登録作業を実施してもらいます。 

上記滋賀リーグ大会登録、振り込み処理の実施開始日～締め切りは、 

 3 月 22 日(水)～ 4 月 6日(木)とします。 



4 

(9) その他連絡事項 

・新型コロナウィルス感染拡大防止対策について： 

・事業の実施に際しては、【活動再開に向けたガイドライン 滋賀県バスケットボール協会】の最新版

の内容に基づき、新型コロナウィルス感染拡大防止に最大限配慮しながら実施します。 

・滋賀県の警戒レベルが「レベル 4」となった場合は、原則として大会を自粛します。 

・具体的な感染拡大の対策として、以下の事項を実施してください。 

□参加者全員の日々の検温、健康チェックの徹底 

□「感染拡大期」には来場者を必要最小限に絞る努力をする 

□参加者全員の状況を把握した上での誓約書または健康チェックシートの提出 

  □諸室、各コートなどに配置されているアルコール消毒液を使用して、こまめな手指の消毒を励行 

  □洗面所等に配置されているハンドソープを使用して、こまめな手洗いの励行 

  □プレイヤー以外の参加者のマスク着用とソーシャルディスタンス確保の徹底 

  □事業実施後に感染者が確認された場合は、速やかに「帰国者・接触者相談センター」に報告する

とともに、滋賀県協会および関係各所への報告の実施 

   滋賀県帰国者・接触者相談センター：077-528-3621（毎日・24時間） 

 

・大会マナー向上について： 

・過年度の滋賀リーグ・連盟関連大会で、プレー中の接触による負傷案件が複数発生しています。 

・故意かどうかに関わらず、相手選手が負傷するような危険なプレーを行わないようチーム・選手へ

の周知を徹底すること。 

 

・指導者資格について： 

・今後、県内・県外問わず、大会に出場するチームには指導者資格が必須となっています。指導者が

不在のチームは、今年度中に県内・県外の講習会含めて積極的に参加いただくようにお願いします。

(特に D 級の取得) 

  (成績上位でも公認指導者が不在のチームは、県外大会への推薦を行わない場合もあります。) 

・2023 年度中にチームに E 級以上の指導者を必ず帯同させること。次年度以降から、指導者資格を

滋賀リーグの参加条件として義務化する可能性があります。 

 

 

以 上 



2023年度、滋賀リーグ参加についての説明事項を理解し、下記内容について
協力することを前提に、滋賀リーグへの参加を申し込みます。

・期日までに参加表明用紙の提出および日本協会登録・参加費の納入を行います。
・新型コロナウィルス感染拡大防止対策を確実に実施します。
・大会への参加による一定のコロナ感染リスクを理解し、許容できます。
・大会運営規定を遵守し、滋賀リーグの大会運営に協力します。
・会場でのマナー向上に協力します。
・県協会・各連盟の運営にも可能な限り協力します。

・チームの活動拠点は滋賀県内です。

フリガナ

責任者氏名

郵便番号

住　所

電話番号

携帯番号

e-mail

e-mail(携帯）

■都合がつかない日

年月日

チームID
(※新規登録チームは空白)

チーム名
チーム名

（フリガナ）
男女別

(男子or女子)

都合がつかない理由

2023年度　滋賀リーグ参加表明申込書

所属連盟：社会人連盟
(登録予定のカテゴリーを選んでください)
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JAPAN SOCIETY BASKETBALL FEDERATION
112-0004 1-7-27 6

TEL 03-4415-2061   FAX 03-4415-2062
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西暦　　　年　　月　　日

チーム名または所属先等

→　来場時、全員の検温を実施すること。

（一般社団法人滋賀県バスケットボール協会）

[2023滋賀リーグ用]ver.230114

【当日参加する選手・関係者全員の状況を把握した上で、代表者が1枚記載すること！】

【当日参加する選手・関係者全員に、下記注意事項を徹底すること！】

連盟確認欄



2023 年度 バスケットボール 滋賀リーグ 
⼤会規定・注意事項 

(⼀社)滋賀県バスケットボール協会 
滋賀県社会⼈バスケットボール連盟 

 
１) ルール︓最新の（公財）⽇本バスケットボール協会競技規則による。 

勝ち点の計算は、勝ち＝2 点、負け＝1 点、棄権負け＝-1 点として扱う。 
 
２) エントリーについて︓ 
 ・⼤会エントリー︓参加チームおよび選⼿は、⽇本バスケットボール協会および滋賀県バスケットボール協会に加盟登

録されたチーム、選⼿であること。選⼿登録数についての⼈数制限はしない。 
 ・ゲームエントリー︓スタッフ︓6 名以内、選⼿︓16 名以内とする。 
 ・追加登録は JBA のシステムによる追加登録処理またはメールによる届出にて受け付ける。追加登録された選⼿は、

登録受付⼀週間後より出場可能とする。 
 ・県内他チームおよび他都道府県のチーム（⼀般・学⽣共含む）との⼆重登録は認めない。 

・シーズン中（⼀年間︓4 ⽉〜3 ⽉まで）は、既に登録された他チームからの移籍は認めない。 
  
３) ユニフォームについて︓ 
 ・各チーム濃淡⼆⾊を⽤意し、淡⾊は⽩とする。組み合わせ表の左側に記載されるチームを淡⾊とし、ベンチは『TO

に向かって右側』とする。（ユニフォームの濃淡については両チーム協議のうえの変更は可能） 
 ・プレイヤー全員が上下共同じ形・⾊のものを着⽤すること。違うものを着⽤している選⼿は出場を認めない。ユニフォ

ームの下に着⽤する T シャツについては原則として着⽤を認めない。アンダーガーメントについてはユニフォームと同
系⾊のものとし、外部に⾒えないことを着⽤の条件とする。 

  冬期（11 ⽉〜12 ⽉）の限定ローカルルールとして、ユニフォームの下に半袖・⻑袖のアンダーシャツ、スパッツ等の
着⽤を認める。（ケガ防⽌のため、ダブついたロング T シャツの着⽤は不可。コンプレッションタイプのものを着⽤する
こと。）シャツの⾊については原則ユニフォームと同系⾊とするが、濃⾊チームに関しては⿊も認める。 

 ・背番号は原則として 4 番からの連番を使⽤すること。 
 
４) 当⽇役割分担について︓ 
 ・帯同審判および TO、駐⾞場係については割当て通りとする。 
 ・会場に到着したチームは本部で受付を済ませると共に、当⽇役割分担内容を再確認すること。 
 ・帯同審判は、上着は決められた審判着（スラックス、ホイッスル含む）を各チームで準備し、必ず着⽤すること。但

し、スラックスに関しては指定のものを着⽤することが望ましいが、無い場合は選⼿が紛らわしくないものを着⽤する
こと。 

 ・当⽇、役割時間帯に遅刻、無断⽋席したチームについては、ゲームの棄権と同等の扱いとする。（次項参照） 
 
５）棄権について︓ 
 ・試合当⽇の⼀週間前までに⼤会事務局に必ず連絡すること。やむを得ず棄権する場合は、対戦相⼿チームへのゲ

ーム減に対する迷惑料として【5,000 円】を科す。 
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 ・事前連絡があった場合でも、棄権が 2 回以上あったチームに関しては、原則として次年度の登録を認めない。 
 ・無断棄権（事前連絡がない・当⽇⼈数が揃わない等）の場合、⼀回の棄権で原則として次年度の登録を認めな

い。 
 ・棄権チームに関する次年度の扱いについては、棄権に⾄る経緯・状況およびその後のリーグへの参加態度などを考

慮した上で、滋賀県社会⼈バスケットボール連盟にて協議・決定する。 
 
６）暴⼒⾏為・乱闘について︓ 
 ・過年度の滋賀リーグ・連盟関連⼤会で、プレー中の接触による負傷案件が複数発⽣している。故意かどうかに関わ

らず、相⼿選⼿が負傷するような危険なプレーを⾏わないようチーム・選⼿への周知を徹底すること。 
・ゲーム中および⼤会期間中に暴⼒⾏為に及んだプレイヤーまたはチーム関係者は、そのゲームについては審判の判

断に従った上で、出場停⽌処分とする。 
 ・出場停⽌試合数、罰則の詳細等については、滋賀県社会⼈バスケットボール連盟にて協議・決定する。 
 
７）禁⽌・注意事項について︓ 
 ・過年度のリーグ活動中にゴミ放置等マナー違反の問題が多数発⽣したため、以下の禁⽌・注意事項を決定した。 
 ・各体育館で定められた使⽤規則（⼟⾜の上下区別、喫煙場所など）を順守すること 
 ・外部からファーストフード・弁当等の⾷べ物を会場内に持ち込んでの⾷事は禁⽌する。 
 ・アリーナ内での⽔分補給についてはスクイズボトル・⽔筒等を必ず使⽤し、ペットボトル、紙パック、⽸、ビン等を持ち

込まないこと。シートや床に⽔分をこぼしたときには、各⾃で速やかにふき取ること。 
・発⽣したゴミは必ず持ち帰ること。 
・ベンチには登録済みのスタッフ（監督、コーチ、マネージャー、トレーナー等）、選⼿以外は⼊らないこと。 

  上記以外の応援の⽅︓家族、友⼈等は観覧席で観戦すること。また、お⼦さんの管理はチーム側の責任で充分
注意すること。 

・ハーフタイムおよびゲーム終了 5 分前まではフロアーに降りないこと。 
 
８） その他︓ 
 ・滋賀県⽴体育館、YMIT アリーナ等⼀部の体育館では、駐⾞券を発⾏した各チーム 2 台および当⽇役員のみ駐

⾞場に駐⾞可能とする。必ず 2 台駐⾞できることを保証するものではないので、満⾞の場合は周辺の有料駐⾞場
に駐⾞すること。近隣の商業施設(バロー、A-プライス、くら寿司)等への無断駐⾞は絶対にしないこと。違反チーム
については厳罰対応する。 
・野洲市総合体育館では裏の第⼆駐⾞場に駐⾞すること。表の第⼀駐⾞場は駐⾞禁⽌とする（他施設を利⽤さ
れる⽅々のために確保）。 

・守⼭市⺠体育館では周辺施設が複数隣接しており、駐⾞場が限られていることから、極⼒乗り合わせをした上で
来場すること。 

・スポーツ傷害保険等は各⾃・各チームの責任で加⼊しておくこと。 
・また、プレイヤーは⾃⼰の責任において準備運動および終末運動を⾏い、ケガや事故の防⽌に努めること。 
・接触した際、⼈を傷つける危険のあるものは、絶対に⾝に付けないこと。⽖は短く切っておくこと。 
・貴重品の管理は各⾃・各チームで責任をもって⾏うこと。⼤会本部および体育館では責任を負わない。 
・忘れ物に関しては可能な限り⼤会本部で保管するが、前期終了⽇および後期終了⽇から 7 ⽇を経過しても持ち
主の判明しないものについては、⼤会本部の判断で処分する。 
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2023 年度 滋賀リーグ チーム役員の依頼について 

 

2023 年 1月 14 日(土) 

滋賀県社会人バスケットボール連盟 

 

 表記の件につきまして、H23 年度から各チームより 1 日につき 2～3名の方にリーグ運営のお手伝いを

お願いしています。次年度のリーグ内でも役員当番をお願いするので、ご協力をお願いします。 

 

 リーグの役員当番については、後日配布する割り当て表にチーム名が記載された日に、終日・各チー

ム原則 1 名 の役員出席をお願いします。役員当番の方には当日の昼食代（500 円）と日当（1,000 円）

を支給します。(なお、試合の組合せ等の都合により、年間で数回の割り当てとなる場合があります。) 

 役員当番として当日していただく仕事としては、主に下記の内容になります。 

 

■当日役員としての受付 

 ○まず、当番の日の朝、会場準備開始時間の 10 分前に、大会本部に集合してください。朝の集合に

来ていないチームについては、日当の支払いを行わない場合があります。 

 

■当日の会場設営および片付け 

 ○当日の開場後、各コートの第一試合の両チーム・TO チームを中心とした会場準備（コート作り、 

リング設置、ベンチ設営、TO用具の準備など）の指揮。 

 ○当日の全試合終了後、各コートの最終試合の両チーム・TOチームを中心とした会場片付け（コート・

リング・ベンチ・TO 用具の撤収など）の指揮。 

 ○全体の片付け終了後、フロア・観客席・更衣室・便所・自動販売機・ゴミ箱周辺などの見回り。 

（忘れ物のチェック・ゴミの処理） 

 

■当日の大会運営の補助 

 ○各コート・各試合の試合球の準備・管理。 

○各コート・各試合の終了後、スコアシートの回収・管理。 

○スコアシートの回収後、大会結果報告書と掲示している星取り表への結果の転写。 

 ○以下の注意点などについて、各チーム・選手に指導・協力をお願いしてください。 

・土足エリアについての指導 

・更衣室以外での更衣の禁止 

・ペットボトルの持ち込み禁止やゴミの持ち帰り 

・ベンチ内への登録メンバー以外の着席禁止、家族・乳幼児などの観客席への移動 

・ハーフ・次試合で待機する選手は、直前(5 分前)まではフロアではなく観客席で待機 

 ○その他、当日のリーグ運営委員と調整し、当日の試合運営に必要となる庶務にあたってください。 

 

 各チームの皆さんに運営役員を手伝っていただき、リーグ運営の仕組みや流れを知っていただくこと

により、よりスムーズなリーグ運営・リーグ全体のマナーアップにつなげることが目的です。 

 各チームから積極的にご協力いただけるよう、よろしくお願いします。 

以 上 
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